特定非営利活動法人 マザーハウス会報（2015 年１月15 日創刊）

マザーハウス
あなたは愛されるため、また、愛するために生まれてきたのです。
あなたが必要であり、大切です。マザーハウスはあなたの家族です。
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理事長挨拶

また、 T 県の鑑別所で出会った少年は、 どこも引き受け
手が無く、このままでは少年院に送られるような状況でした。
弁護士さんとともに面会に行き、 彼の目を見て、 直感的に
「この人間は回復できる」 と感じたので、 すぐに身元引受
人となりました。 審判の結果、 試験観察処分ということで、

《 マザーハウスの役目は、 寄り添うこと 》

現在 M 市にて就職も決まり、 生活しています。

キリスト教では待降節の季節となり、 まもなくクリスマスが

《 教皇フランシスコのメッセージ》

やって来ます。 皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今年の 12 月 25 日は、 私にとって第 4 回目の結婚記念
日です。 社会復帰してから多くの方と出会い、 助けていた
だきました。 今の私があるのは、 支えてくださった皆さまの

以下は、 教皇フランシスコのメッセージが掲載された、 カ
トリック新聞の文章 （原文） です。

おかげであり、 心より感謝でいっぱいです。
先日、 ある受刑者からお手紙をいただきました。 「関わっ
た人が逮捕され、 裏切られたことを嘆くのではなく、 何故、
自分が更生の道へと導くことが出来なかったのか、 考える
教皇フランシスコは 11 月 6 日、バチカンの聖ペ

べきではないか」 と書かれていました。
この方が言っていることは、 他人に責任転嫁をすることと

トロ大聖堂で、受刑者や元受刑者たちと共にミサをさ

同じであり、 「あなたがこうだったから、 私は更生できなかっ

さげた後、各国政府に向けて、
「いつくしみの特別聖年」

たのだ」 と言っているようなものです。 こういう考えの人は、

の終わりに当たって、ふさわしい受刑者に恩赦を与え

「支援してもらって当たり前」 という考え方であると感じます。

るよう呼び掛けた。教皇はさらに、罪を罰するだけで

自分で自分と出会い、 自分を知り、 自分を変えることをし

なく、受刑者たちに将来への希望を与えるような司法

なければ、 現実は何も変わりません。 それは、 回復をあき

制度の実現に向けた努力を各国政府に求めた。

らめているのではないでしょうか。 そういう方は、 再び犯罪
関係当局は、服役中の生活環境の改善に努め、「受

をしてしまうと思います。

刑者の人間の尊厳が完全に尊重されるように」しなけ
つい最近も、 マザーハウスを利用し、 生活保護申請をし
た方が逮捕されました。 受刑者の皆さんに厳しいことを言う

ればならない、と教皇は「昼の祈り」で、サンピエト
ロ広場に集まった人々に語った。

ようですが、 マザーハウスを利用しても更生は出来ません。

教皇が「ふさわしいと考えられる受刑者に対する恩

自分を見つめ、 罪と向き合い、 反省ではなく悔い改めてく

赦」を訴えたのは、特別聖年の受刑者のためのミサを

ださい。 自分で自らを変えなければ何も変わりません。 私

ささげた後だった。12 カ国からの受刑者や元受刑者

たちはあくまでも、 皆さまに寄り添うだけです。

およそ 1000 人と、刑務所司牧に携わる司祭や男女
修道者、信徒らがミサに参加した。
イタリアとスペインの幾つかの刑務所から多数の受

《 新しい人生を歩み始めた出所者 》

刑者が特別に許可を受けてミサに参加し、イタリアの
刑務所の受刑者は何人かが祭壇奉仕者を務め、聖歌隊

この間、 裁判から関わってきた人が F 刑務所から社会復

にも加わった。

帰しました。彼とは約 3 年間、受刑中、手紙や面会で関わっ
てきました。 釈放のその日、彼を迎えに行き、対面したとき、

教皇フランシスコはミサ説教で、「希望は神のたま

逮捕された当時とは全く違っていると感じました。 今、彼は、

ものです。私たちはそれを願わなければなりません」

新しい人生を歩み始めています。

と、受刑者と元受刑者たちに語り掛けた。
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「希望は一人一人の心の奥深くに息づいています。そ
れは、とても多くの悲しみや痛みをもたらす状況に
よって、困難と闇に陥りやすい人生に光を注ぐためで
す」
希望のたまものが特に明らかになるのは、
「誰かが

病者訪問と受刑者の訪問は、身体的な慈善のわざと

過ちを犯し」ながらも、悔い改めへの目覚めと神のい

して、苦しんでいる人や見離されている人を助けるこ

つくしみによるゆるしを感じとる時だ、と教皇は付け

とになるだけでなく、訪問した人も、キリストのよう

加えた。

に苦しむ人と共に過ごすことで豊かにされる、と教皇
フランシスコは指摘した。
慈善のわざは古くから実践されているが、今日でも、

いつくしみの特別聖年は、受刑者と元受刑者にとっ
て、法を犯した代償を払ったとしても、
「希望がしぼ

自由を奪われ、「人が味わう困難の中でも最も大きな

んでしまうことはない」ことを思い起こす時だ、と教

苦しみの一つにあえいでいる」人にとって大切な助け

皇は指摘する。
「犯してしまった過ちを償うことは必

となっている、と教皇は 11 月 9 日、バチカンでの

要です」と教皇は続け、
「でも、もう一つ、希望の“息

一般謁見の講話で語った。

遣い”があります。これは誰も、どんなことも押し殺
多くの受刑者が収容されている生活環境が「しばし

すことはできません」と強調した。

ば非人間的な」場合にこそ、「キリスト信者は意気に
感じて、受刑者たちの尊厳を回復するためにできるこ
とを何でもしようと思わなければなりません」。
ここ数回、慈善のわざについての講話を続けてきた
収監されている人たちだけがとらわれの身にあると

教皇は、初めに病者訪問について語り、イエスの示し

いうわけではない、と教皇は警告を発した。人は「あ

たいつくしみが、キリスト信者の模範として、病者に

る種の偽善」に陥ることがあり、受刑者や元受刑者を

寄り添う務めを強調していると指摘した。特に病者は

「過ちを犯したのだから刑務所に入るしかない」と裁

「しばしば孤独を感じるからです」。ほほ笑みかけたり、
手を当てたり、または握手するといった素朴な行いが、

いてしまうことがある。
「言いたいことがあります。私は刑務所を訪ねるた
びに、いつも自問するのです。
『どうしてこの人たち

見離されていると感じている人にはとても大きな慰め
になる、と教皇は付け加えた。

で、
私ではないのか？』。私たちは皆、過ちを犯します。

「病気の人を独りにしてはいけません」と教皇は強

私たち全員がそうです。何らかの形で、私たちは過ち

調する。「病者が安らぎを見いだすことと、私たちも

を犯してきました」と教皇は語った。

苦しむ人に寄り添うことで豊かにされる機会を妨げな
いようにしましょう。病院は本当に〝苦しみの大聖堂〟

偽善によってキリスト信者は、人は人生を変えるこ
とができるという事実を見過ごしてしまう、と教皇は

なのですが、それでも、そこでは、人を支え、共感を
現す愛の力が明らかに示されます」

指摘し、さらには、自分自身もとらわれ人となり、偏
見やイデオロギー、「偽りの幸せ」や金銭の偶像の壁

教皇は受刑者の訪問に話を移すと、服役している人

に取り囲まれていることに気付くこともできなくな

たちを訪ねることは、「とりわけ、誰をも裁かないこ

る、と付け加えた。

とへの勧め」になると指摘し、受刑者が罪を償いなが

「そうなると、私たちは個人主義と自己満足の壁の
中に自らを閉じ込め、自由をつくり出す真理から遠ざ

らも「常に神に愛され続ける」ことを思い起こさせる
機会にもなる、と付け加えた。

かってしまいます」と教皇は続ける。
「過ちを犯した

「私はよく受刑者のことを思います。頻繁に受刑者

誰かを責めることで、自分たちが陥っている矛盾の言

を思い起こし、私の心のうちにとどめています」と教

い訳にすることはできません」

皇は語った。
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「私はこう感じています。受刑者の皆が寄り添われ、
優しさを示されることを必要としているのです。神の

また、 キリストの愛が綴られた有名な詩 （マーガレット ・
パワーズ作） を紹介させていただきたいと思います。

いつくしみは驚くべきわざを成し遂げるからです。ど
れほど多くの涙が受刑者のほおを伝うのを、私は目に
したことでしょう。その人たちは人生の中で決して泣
いたことはなかったのです。それはただ、受け入れら
れ、愛されたと感じたからでした」
教皇フランシスコはキリスト信者に向けて、「無関

あしあと

心」に陥らないようにと呼び掛け、キリストに倣って
「神のいつくしみの道具になりましょう」と促した。
「私たち皆が、神のいつくしみの道具になることが
できます。そしてこのことは私たちにとっても良い効

ある夜、 わたしは夢を見た。

果をもたらします。いつくしみは一つの行い、言葉、

わたしは、 主とともに、 なぎさを歩いていた。

訪問を通して伝わるからです。そして、このいつくし

暗い夜空に、 これまでのわたしの人生が映し出された。

みは、失われた喜びと尊厳を回復する役割を果たしま

どの光景にも、 砂の上にふたりのあしあとが残されていた。

す」

1 つはわたしのあしあと、 もう 1 つは主のあしあとであった。
これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、
わたしは、 砂の上のあしあとに目を留めた。
そこには 1 つのあしあとしかなかった。

私はこのメッセージを読み、 日本のキリスト教会にとって

わたしの人生で一番つらく、 悲しい時だった。

一番必要なことであると感じました。
実際に私自身、 今月は、 千葉県で起きた生き埋め殺人
事件、 東京都で起きた一家殺傷事件の情状証人として法
廷に立ち、 「キリストの愛と赦しとともに、 犯罪行為だけでは

このことがいつもわたしの心を乱していたので、
わたしはその悩みについて主にお尋ねした。
「主よ。 わたしがあなたに従うと決心したとき、

なく、 彼の生育環境をも深く見ていただきたい。 人を罰す

あなたは、 すべての道において、 わたしとともに歩み、

ることは簡単ですが、 人を回復させることの方が重要だと

わたしと語り合ってくださると約束されました。

思います。 また、 現在の刑務所は犯罪者の養成所であり、

それなのに、 わたしの人生の一番つらい時、

真の更生プログラムが必要だと思います。 裁判員裁判にお

ひとりのあしあとしか無かったのです。

いて、 被告人の回復のための意見を、 裁判員の方々が言

一番あなたを必要としたときに、

うことが大切だと思います」 と証言してきました。

あなたが、 なぜ、 わたしを捨てられたのか、
わたしには分かりません」。

《 最後に 》

主は、 ささやかれた。
「わたしの大切な子よ。

ぜ ひ、 皆 さ ん に、 「 赦 し ～ そ の 遥 か な 道 ～」 （ 映 画、

わたしは、 あなたを愛している。

DVD）を観ていただきたいと思います。 「家族を殺されたが、

あなたを決して捨てたりはしない。

それでも私は赦したい」。 連続殺人犯ユ ・ ヨンチョル （柳

ましてや、 苦しみや試みの時に。

永哲） に、 母と妻、 ひとり息子と、 全てを奪われたコ ・ ジョ

あしあとがひとつだったとき、

ンウォン （高貞元） さんの、 怒りと憎しみ、 赦しへの苦痛、

わたしはあなたを背負って歩いていた」。

そして希望を描いた、 ドキュメンタリーです。
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社会の声

《 神父になったきっかけ 》

英：

英 隆一朗 神父 （前半）

中高生時代は、 「自分が何のために生きれば良いのか」、
ずっと悩んでいたんですね。 キリスト教の話も聞いたりしまし
たが、 あんまりピンと来ないところもあって。 大学では哲学

理事長との対談 （11 月 3 日） の内容を、 今月号と来
月号で紹介させていただきます！

を勉強しましたが、 それでもはっきり答えは見出せなかった。
大学 2 年の終わりに、 たまたま同級生が募金活動を始
めていて。 その関係で、 タイにあるカンボジアの難民キャン

＊口癖や雑談など、 ところどころ省略 ・ 編集しています。

プにボランティアに行ったんですけど、 それがきっかけで洗

＊テープ起こし後、 双方にチェックしていただいたものを掲

礼を受けたんですね。 それから何となく気持ちが前向きに

載いたしました。

なって、 元気になってきて。
基本的に、 お金儲けする気持ちがゼロだったっていうのと、
あと、 企業で働きたくない、 学校も大嫌いで… （笑）。 学
校の先生をやらないで、 企業でも働かないとなると、 する
ことが無いんですよ。 今だったら NPO とか色々、 第 3 の可
能性はあるんですけど。
そうこうするうちに色々あって、 「やっぱり神父が良いか
な」 っていう…人の手助けにもなるし。 それでなったと思う
んです。

《 英 隆一朗 （はなふさ りゅういちろう）
プロフィール 》
《 「神様の前で」 罪人である 》
1960 年、 神戸市生まれ。 1985 年、 イエズス会入会。
1993 年、 司祭叙階。 主に黙想指導 ・ CLC ・ 社会司牧
の仕事をする。 2014 年、 聖イグナチオ教会の助任司祭
となる。

五：
聖書の中で、 イエスさまが 「私が来たのは罪人を招くた
めだ」 と言われたことについて、 先日、 教皇さまがメディア

専門は霊性神学で、 現代人がどのように神と出会い、 魂
の救いが得られるかに関心がある。 自身の救いを今も追い
求め続けている。

のインタビューを受けたとき、 「あなたは何者ですか」 って
聞かれて、 「私は罪人です」 というお話をした。
僕が以前、 何人かから聞いたことは、 「私たちは罪人だ
けど、 犯罪者とは違いますよ」 と…やっぱり、 一般の人か
ら見るとそういう意識があって…。

＊以下、 「英 ： 」 が英神父の台詞、 「五 ： 」 が理事長の
台詞です。

キリスト教的には、 「罪人」 っていうことを言っていますが、
それを分かりやすく塀の中の人たちに話をする場合、 神父
さまだったら、 どういったかたちで話をされますか？
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英：

《 「罪人」 以前に、 「病人」 》

パパさま （教皇さま） が教皇になってすぐに、 イタリアの
雑誌編集長の神父さまが、ロングインタビューしたんですね。
最初に、 「あなたは何者ですか、 誰ですか」 って聞いたら、

五：

パパさまがしばらく考えてから、 「私は罪人です」 ということ

エゼキエル書に、 「私はその犯罪人が死ぬのを喜ばない。

をおっしゃったんですよね。 「正真正銘、自分は罪人だ」 と。

悪人が立ち返ることを喜ぶ」 という言葉がある。 「悔い改め

しかも、「神様に見られている罪人である」 ということをおっ

なさい」 と。 その 「悔い改める」 という部分で、 やっぱりそ

しゃった。

れは、自分の犯した罪と徹底的に向き合わなければ、当然、
悔い改めることはできないと思うんですけれども…。

やっぱり、 「『神様の前で』 自分は罪人である」 っていう
意識をもっている。 それが、 僕は何か、 キリスト教の出発

神父さまが受刑者を目の前にして 「悔い改め」 について
お話しする場合、 どういう風なアプローチをされますか。

点であって、 その気持ちは信仰の核心的なことではないか
と思いますね。 つまり、 犯罪をしたかどうかとか、 表面的に
良い人間であるか良い人間でないかということに関係なく、

英：

「『神様の前で』 罪人である」 という風に、 心の底から思え

この教会で働いていたブラザー E という方がずっと教誨師

るかどうかっていうことが、 やっぱり大事なことじゃないかな

をされていて、 彼がよく言っていたのは、 「皆さんは、 罪人

と思います。

以前に病人だ」 と。 「病気だから、 自分の心の病気をよく

例えば、 アッシジのフランシスコっていう有名な聖人がお

わきまえなさい」 とよく言ってましたよね。

られて…彼は心底、 「自分はすぐに地獄に堕ちなきゃなら

だから、 何が違ってるのかっていうところから見ないと…。

ないぐらいの罪人だ」 と、 本当にそう思っていたんですね。

まず、「自分はどこかがおかしいんだ」 って、「病気」 になっ

神の前で、 自分が何者でもなくて、 ただ 「罪を犯した存在

ていることを自覚する。 それで、 どこから病気になってるか

である」 という風に、 思える ... 「そうである！」 という風に、

とか、 どこがどう不具合なのかっていうところを、 ちょっと見

本当の意味で認識できるかどうか、 っていうか。

つめるところから始めたら良いんじゃないかなと思いますね。
「病気だ」 って言って病院に行くから、 病気が治せる。
病気なのに 「病気じゃない」 って言って、病院に行かなかっ
たら、 それは悪くなるばかりですから…。

人から聞いたことなんですけど…子どもの頃からとか、 あ
るいは大人になってから性的な被害を受けた人たちは深刻
に傷ついていると。 で、 それをした加害者がいるわけです
よね。 いわゆる性的犯罪者ですよね。 彼らをサポートして
いる女性の話を聞く限りは、 「加害者のなかで、 罪とは思っ
ていない人がいっぱいいる」 と。 つまり、 「相手が誘ってき

《 「ごめんなさい」 と言えるのは、
謝っても安心な信頼関係があるから 》

たから自分はそうしただけで…」 という。 「罪人じゃない」 っ
て思っているんですよね。 「自分は罪を犯していない。 たま
たまこうなっちゃった」 と思っている人が…。
何て言うんですかね…言葉が変だけど、 絶望的に可哀

五：

想だと思いますけどね。 神様の前でとか、神様無しでも、「自

孤独のなかで…やっぱり孤独っていうのは、 なかなか勝

分は罪人だ」 と思えないっていうことは、 人間として、 最高

てないじゃないですか。 罪を犯した人が自分の罪と向き合

の悲劇じゃないかと…。 だから、 犯罪をしたかどうかとか、

うことができるようになるっていうのは、 誰かが、 「一人じゃ

大きなことをしたかどうかというより、 罪人だと自覚できるか

ないんだよ」 「私はあなたとともにいるんだよ」 って関わって

どうかが、 大きなポイントではないかと思います。

いかないと、 なかなか分からないような気がするんですね。
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だから僕的には、 教会は、 そういった人とも 「ともに生き

キリスト教的に言うと、 「神様から愛されている」 という風

ていく」 っていう役割がある ... それはキリストが教えている

に思わない限り、 悔い改めができないと思うんですよね。 ど

言葉じゃないかなって思うんですけど。

こかで 「愛されてる」 とか 「自分のありのままが受け入れ

その部分については、 神父さまどうですか。

られている」 っていう安心感が無いと、 自分の弱さを見せ
られないし、 悔い改めることはできない。

英：

五十嵐さんの本にもあったように、 例えば刑務所で…そ

先ほど言った、 「神様の前で罪人である」 っていう表現は

れは刑務所だけじゃなくて、 会社でも教会でもそうなんです

何かって言ったら、 神様と、 あるいは自分が迷惑をかけた

けど、 弱みが見せられないんですよ。 「弱みを見せたらいじ

人に、 心から謝れるかどうかっていうのが、 実際のところだ

められる」 って書いてあったでしょ。 弱みを見せたらみんな

と思うんですよね。 「神様の前での罪人」 とは、本当に 「ご

からつつかれて…。 だから、 信頼関係が無いところでは弱

めんなさい」 ってすぐ言えることだろうって思いますね。

さを見せられない。 つまり信頼関係が無いところでは、 謝る
ことは人間はできないと思いますね。

人間ってつい、 自己弁護したくなるというか…謝りながら
も、「でもこうだったから」って言いたくなっちゃう。 それで、「お
前がそうだったから、 こうなったんだ」 っていうかんじで言い
たくなる。 だから、 心から謝るっていうことは、 すごく難しい
ことじゃないかなと思いますよね。

《 「出会い」 の力、 「祈り」 の力 》

そういうことっていうのは、 法律にひっかかる犯罪をしても
しなくても、 信者であろうがなかろうが、 案外難しい…謝るっ
てこと自体が、難しいですよね。 それで、さっき言った、やっ
ぱり 「病気」 が重い人ほど、 謝るのが難しいかな、 ってい
うかんじはしますけどね。

五：
聖書では、 「全世界に行って、 全ての造られた人に福音
を宣べ伝えなさい」 「私は福音を恥としない」 ということを、
叫んでいる。 それは信徒さん一人ひとり、 教会全体の使命

何で謝れないのかって言ったら、 孤独だからだと思うんで

だと思うんですね。 どこへ行ってもイエスさまを伝える。

すよ。 孤独な人間が謝っちゃうと、 何にも無くなっちゃうっ

自分がキリストによって救われたという部分があるから、 そ

ていうか。 謝るということは、 自分を否定しなきゃならない。

ういうことができるんじゃないかなと、 僕は思うんですけど。

あまりに苦しみを抱えている人は、 謝ったら自分が無くなっ

特に、 今のパパさまの姿っていうのは、 そうじゃないかなっ

ちゃうって言うのかな、 どこかで自分を保つために 「相手が

て僕は感じていて。 たしか神父さま、 教皇さまの本の翻訳

悪い」 っていう風にしとかないと、 その人の心の中の収支

をチェックされたと…そういった面ではどうですか。

決算が合わないのではないか、 って思うことはあります。 だ
からさっき言ったように、 「罪人である」 と自分を認められ
ない、 謝れない人は、 個人的には一番絶望的なかんじが
します。

英：
一般論で言うと、 刑務所に教誨師制度があるっていうの
はそのためだと思いますね。 まあそれで足りてるか足りてな

逆に、 何で謝れるのかって言ったら、 謝っても良い空間

いかって言ったら、 まだちょっと…。

なり、 謝っても安心な人間関係があるときだけ、 人間は謝

ヨハネ 23 世もやっぱり刑務所を訪ねてるんですよね。 今

ることができるんだろうと思いますね。 そういう人に巡り会え

のフランシスコ教皇も、刑務所をもちろん訪ねている。 彼は、

たときに、 初めて謝ることができるんじゃないかと思います。

教皇になってから初めてやったんじゃなくて、 司教さん時代
からずっとやっていた。 イエスさまの教えを実践している 1
つのかたちだと思います。
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それから、 五十嵐さんが刑務所の中で日系ブラジル人の

僕の単なる推測ですけど、 日系ブラジル人の人があなた

人と出会ったという…その方との出会いが、 僕は一番、 不

のことで祈り続けたんじゃないかなって実は思っていて。 そ

思議なかんじがして。 その人が、 何らかの理由で逮捕され

れでそういう風に、 神様が直接関わってくださるようなことに

たけど、 刑務所の中でお祈りをしていた、 クリスチャンとして

なったんじゃないかなって。 だから、 直接的なつながりプラ

生きていたっていうことが、 ものすごい大きな…その出会い

スそういう祈りが、 そういう何かを乗り越えていく力になって

から始まったわけだから。 やっぱりクリスチャンは遣わされて

いくんじゃないかなって思うんですよね。

いるっていうか。 司教さんとか立派な方もそうだけど、 刑務
所に遣わされたその日系ブラジル人を僕は素晴らしいなっ
てすごく思っています。

五：
あるシスターが、 私のところでラブレター ・ プロジェクトを
やっていて、 「これはまさに神様の福音宣教ですよ」 と言っ
たんですね。 クリスチャンとして、 手紙に色んなことを書い
て、相手に送って。 相手が読むかどうかは相手次第ですよ。

例えば、 リジュのテレーズっていう ... 小さき花のテレジアと

でも、 ずっと送り続けることによって、 「私はあなたを見捨て

か言うんですけど、 フランス人で、 24 歳で若くして亡くなっ

ないよ」 と。 1 つのメッセージだと思うんですね。

た聖人で、 非常に有名な方です。
彼女はカルメル会の修道会の中で生活していて、 そこで

僕はラブレター ・ プロジェクトをやるにあたって、 当然、 自

は文通も何もできないんですね。 カルメル会っていうのは新

分の体験もあるんですけど、 「受刑者と共にいる神様に真

聞も読めないし、 何もできないけれど、 院長先生だけが新

心の手紙を書いてください」 って言っていて。 この発想をし

聞を読んで、 必要な記事だけを掲示します。 シスターたち

たのが、 N 先生なんですね。 N 先生が死刑囚と文通して

は、 掲示されたものだけを読む。 何のためにその掲示が出

いて、 で、 死刑囚が回心して、 亡くなる直前までずっと文

るかって言ったら、 お祈りするためなんですよね。 どこかで

通していた。 そしてその手紙を読んだ刑務所の検閲官が、

自然災害があったとか。

N 先生の文章に惹かれて、 教会の門を叩いてクリスチャン
になった。

彼女が見た 1 つの記事は、 死刑囚なんですよ。 その人

どこでどういう風なつながりがあるか、 出会いがあるか分

は完全無神論者で、 全然信仰も無いし…そういう記事が

からない。 どこでその人間が変わるかっていうのは、 神様し

載っているのを見て、 それでリジュのテレーズは、 文通もで

か分からないけれど、 それには遣わす人がいるんじゃない

きないけど、 彼の回心をただずっと祈り続けていた。

かなと感じるんですね。

そして死亡する直前に彼は、 十字架にキスをして、 それ
で亡くなったんですね。 十字架にキスをしたってことは、 最
期に信仰を取り戻したしるしだということで、 テレーズは、 「私

英：

の祈りが叶えられた」 と神に感謝をささげます。 「彼は亡く

五十嵐さんの本を読んで思ったことを言うと、 やっぱり、
人間は出会いが大事だっていうことね。 だからどこかにそう

なる前に回心ができたのでそれが嬉しかった」 と、 テレー
ズの自伝か何かに書いてありましたね。

いう出会いがあれば素晴らしいなと思います。
さらに、 クリスチャン的に言うと、 「祈り」 も必要だと思い

神父としても思うことですけど、 やっぱり祈りの力は、 いつ

ますね。 五十嵐さんがその日系ブラジル人と出会った後

も見えないけど何かを変えていく ... 様々なものになるんじゃ

に ... その方とは少しして離ればなれになってしまいますね。

ないかってことは思います。

それで五十嵐さんが聖書に興味を持って、 使徒言行録 9
章のパウロのところで、 神様の声を聞いた。

（…後半は 2017 年 1 月号に続きます）
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ささきみつお コーナー

《 成功のミカン箱 》

「世界のホンダ」 の創業者である本田宗一郎氏は、 創業

燃えて生きる

の頃、 町工場同然の小さな会社で、 朝礼の度にみかん箱
に乗って、 ｢ わが社は世界一を目指す！ ｣ と宣言した。 そ
れを聞かされた社員は、 「うちの社長はなんて大ほら吹き
なんだ…」 と思ったことだろう。 しかし、 やがてホンダは自

《 熱いお風呂 》

動車メーカー世界トップ１０に入り、 世界中で愛される大企
業に成長した。

「癌にならない秘訣」 の１つは、 熱いお風呂に入ること

ソフトバンクの創業者である孫正義氏も、 創業初日、 数

である。 理由は、 癌細胞は４２度の体温で死滅するため。

人のアルバイトの人たちを前に、 みかん箱の上に立ち、 「わ

日本が世界有数の長寿国になった理由の１つは、 「熱いお

が社は５年以内に１００億円、 １０年で５００億円、 いずれ

風呂に入る習慣」 のおかげだと言われている。

１兆円企業になる！」 と演説した。 ソフトバンク ・ グループ

反対に、 体温が下がると免疫力が弱まり、 癌細胞は増

の２０１６年３月期の売上は９兆円を超えている。

殖する。 最近、 日本人にも癌患者が増えているのは、 ゆっ
くり 「熱いお風呂に入る習慣」 から、サッと 「ぬるいシャワー
を浴びる習慣」 に切り替わってきたからではないだろうか。

ともにミカン箱の上で掲げた大風呂敷が成就したことが話
題になり、 今、 ミカン箱が売れているらしい。 「成功のミカ
ン箱、 １箱７５０００円也！」 というネット販売業者もいる。

多くの人の心が病んでいる。 その原因の１つは、 生きる

もちろん、 これは見当違いである。 ミカン箱が成功を生み

情熱の低下ではないだろうか。 心が熱く燃えていれば、 心

出したのではなく、 両氏の寝食を忘れるほどの情熱と勤勉

配、 恐れ、 悲しみ、 憎しみ、、、 という心の癌細胞は死滅

が、 目標を実現したのだ。

していく。 神はご自身を 「焼き尽くす火」 であると言われた
（申命記４ ： ２４、 ９ ： ３）。
神の火をいただいて、 否定的 ・ 消極的な思いを焼き尽く

《 燃えて生きる 》

さなければならない。
「私はあなたの行いを知っている。 あなたは、 冷たくもなく
熱くもない。 せめて、 冷たいか熱いか、 どちらかであってほ

《 炎の伝道師 》

しい。 熱くも冷たくもなく、 なまぬるいので、 私はあなたを口
から吐き出そうとしている」 （黙示録３ ： １５- １６） とイエス

２５歳の S 伝道師は、 ２０１６年７月に初めて本を出版し
た。 題名は、 『１００人の聖書』。 リンカーン、 チャーチル、

は言われた。 「勤勉で怠らず、 霊に燃え、 主に仕えなさい」
（ローマ１２ ： １１） とパウロは言っている。

カント、 ニュートン、 バッハ、 新島襄、 日野原重明等、 世
界と日本の著名人１００人が「聖書を土台として生きてきた」
証の言葉を集めて一冊の本にしたのだ。

燃えて生きるにはどうしたら良いのだろうか。 勤勉で怠ら
ず、 熱心に働いて使命に生きることである。 しかし、 神の

なんと、 S 氏は、 「『１００人の聖書』 を１００万冊配布し

使命 （世界宣教） はあまりにも壮大で、 自分の力や頑張

ます！」 と宣言して立ち上がった！出版と同時にすでに１０

りで成し遂げることは出来ない。 いつも上からの聖霊の力を

刷り （１万冊） に入っている。 日本宣教の使命に熱く燃え

受けて情熱をもって働かなければならない。

ている。この本を読んだ人は必ず聖書が読みたくなると思う。
だから、 同時に１００万人が新たな思いで聖書を読むように
なるだろう。 まさに一石二鳥の福音伝道である。

―――「聖霊があなたがたにくだる時、あなたがた
は力を受けて、、、地のはてまで、わたしの証人となる
であろう」( 使徒の働き１ ： ８)
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⑤

駒澤大学
講演後アンケート

「刑務所内では、 弱いところを見せたら周囲の人や刑務
官からいじめられる」 と聞いて、 誰にも悩みを相談できない
ために 1 人で戦っていかないといけない、 寂しい場所だと
思いました。

＊以前、 駒沢大学での講演後、 学生の方々に書いていた
だいたアンケートを一部、 紹介いたします。

《 刑務所 》

①

《 社会 》

社会に出ても、 刑務所の中でひどい扱いを受けていれば、
心の傷が癒えて 「変わろう」 という気持ちにはなることはで
きないと思いました。

①
「社会の犯罪者に対する扱いが悪い」 ということは、 「犯

②

罪をしたことの無い人間にとっては当然だ」 と思っていた部

刑務所での処遇に対し、 今までの考えとしては、 自業自
得という思いがありました。 しかし、 加害者側の幼少期の

分もありましたが、 それは、 自分たちの犯罪者に対する理
解不足によるものなのだと思いました。

背景を踏まえると、 刑務所で最も必要なことは教育である、

2 度と刑務所に入らせないためにはどのような制度が必

と感じました。 社会に出て、 人と過ごすために必要なコミュ

要なのか、 それがこれからの刑事政策の課題だと感じまし

ニケーションスキルや、 心の持ち方の手助けをすることが

た。

有効的な方法だと思いました。
②
社会とは全く異なる刑務所の常識、 ルールのなかで暮ら

③
罪を犯した者なのだから、 刑務所が時間や規則違反に
厳しくなるのは当然だと私は思います。 ただ、 規則を守ら

していては、 その世界での価値観が浸透してしまいます。
それでは、 塀の外の社会に適合できないと思います。

せることだけを目的としているのではないかとも感じました。

刑期を終えて社会に出てきてもなお、 罪を犯した人間に

刑務所は、 受刑者を更生させるために、 もっと良い道を探

対する目線は冷たいでしょう。 その考えは理解できます。

すべきではないかと思います。

それでも、 法の裁きを受けた以上、 社会に生きる 1 人の
人間として社会が受け入れることが、 受刑者の社会復帰
への道だと強く感じました。

④
犯罪をしてしまう人の多くは、 やはり心の中に寂しさを抱え
ているということを知りました。 刑務所の中で、 薬物や暴力

③
心のなかでは、 自分が何をしたかを理解し、 反省しても、

の講習を行うだけでなく、 カウンセリングなどの対策もしてい
かないと、 再犯防止は出来ないのではと思いました。

それを行動で示さなければなりません。 「1 つ悪いことをし

犯罪者を孤立させてしまうと根本的な解決は難しいと思う

たら、 2 つ良いことをすれば良い」。 私はそう考えました。

ので、 何かサークル活動等を行えば、 少しは刑務所内で
のいじめは減るのかもしれません。

④
「人として」 赦す、 という点がとても印象に残りました。
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⑤

⑨

「犯罪者であるというだけで、 同じ人間であっても扱いが

そもそも間違わない人間なんていなくて、 大きな間違いを

異なる」、 ということを繰り返しおっしゃっていましたが、 それ

犯さないようにするためには、 やはり周囲の人が気づかせ

が間違ったことなのかどうか、 私たちの感覚では、 正確に

たり、 他人と関わって自分で気づく必要があると思います。

判断することは難しいと思います。

その機会を得られなかった人が犯罪をするのだ、 と分かり

私たちは、 幼い頃から 「罪を犯すことは絶対的な悪であ

ました。

る」 と教わります。 そして成長とともに、 「犯罪者は悪であ
り、 排除すべき存在である」 と感じるようになる人が大半だ

⑩

と思います。 その段階で、 すでに私たちは、 犯罪者を同じ
人間として扱うことをしなくなるのではないか、 と感じます。
前科のある方が働くことが出来ないのは、 このような仕組

行為ばかりが目に付き、 「犯罪をした人」 というフィルター
を通してしか見ていなかったことに気づきました。 その人を
そうさせてしまった何かを見ることが大切だと思いました。

みが世の中の根底にあるからではないかと感じました。

社会の目は厳しいですが、 「赦す」 ということが、 犯罪を
肯定するようで難しいと感じます。 しかし、 犯罪を減らすに

⑥

はやはり、 根本的に、 社会の 「赦す」 という態度が必要

毎日、 殺人事件などの犯罪に関するニュースを目にしま

だと思いました。

すが、「犯罪者は悪」 と考えてしまう自分がいます。 しかし、
この考えが犯罪者をつくり出してしまっているんだなと、 お話

⑪

を聞いて実感しました。

私は最近、 マスメディアやネットでの、 犯罪についての報
道がとても偏っているなと感じていました。 もちろん犯罪は

⑦

良いものではないけれど、 犯罪をしてしまった人を差別的

ニュースで 「精神鑑定」 と聞けば、 「何か精神的な面

に見てしまう社会ではいけないと思います。

に問題があったのかな」 とは思いますが、 育ってきた環境
による精神面の問題については考えたことがありませんでし

⑫

た。

社会は複雑化していて、 みんな余裕が無いからこそ、 他

家庭に問題なく育ってきた人でも、話を聞いてくれる他人、

人への関心が薄れているのかもしれません。 「人は人によっ

信用できる他人は必要です。 なので、 精神的に辛い思い

て回復する」 「社会の人たちとのつながりがあれば、 立ち

をしてきた人には、 そのような人は不可欠だと感じました。

上がれる」 という言葉のように、「人」 として受刑者と関わっ

刑務所の中で、 そういったケアが自由にできれば、 より更

ていくことが必要だと感じました。

生も進むのではないかと思います。
⑧
「犯罪者」 になってしまう原因には、 子どもの頃の虐待や
ネグレクトも含まれるのだと考えると、 今でこそ虐待などの
通報が増えてきたものの、 たくさんの犯罪予備軍がいると
思います。
罪を犯した人が社会に戻ってくることには不安があります。
しかし、 きちんと更生すれば普通の人と変わらないのだと、
今日のお話でよく分かりました。
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《 自分に出来ること 》

育児日記
①
「どれだけ犯罪をしていても、 その人も人間だ」、 というこ
とが心に深く刺さりました。 これから先、 犯罪者の方と接す
ることもあるかもしれませんが、 そのときは一人の人として
接していきたいです。
②
刑務所に入るような人は根っからの悪人だと思っていまし
たが、 元々はごく普通の人間で、 親からの虐待など悲しい
出来事で傷ついたことがきっかけで、 罪を犯してしまうケー
ここ最近、 I 君の拙い言葉に思わず笑ってしまった

スが多いと知りました。
「犯罪の無い社会」 を目指すには、 受刑者だけの問題と

会話等をまとめてみました。

して扱うのではなく、 周囲の人々も協力しなければいけない
と思います。 罪を犯した人を差別せず、 理解しようとするこ

公園に行くと電車ごっこをします。 私が I 君の後ろ
で連結の真似をすると、「よちゅや～よちゅや～、きぃ

となら、 自分にも出来るのではないかと思いました。

ろぃせんまておしゃしゃしゃしゃしゃしゃい。 ドアが％
＄＃＆＠、 ごっちゅういくだしゃい」。 完璧に言える

③
私自身、 先日、 タトゥーの入った方と知り合いになりまし
たが、 彼の人柄はとても良く、 タトゥーがあるということで人

まであともう少し！
私、 理事長、 涼さんと車内での会話中、 「今度
お姉ちゃんにお風呂入れてもらいなよ」 と言うと、

柄まで決めるべきではない、 と感じました。
今回のお話を聞いて、 きっと犯罪をした人々も、 人柄に

「やばいよ、 やばいじゃん！」 と答えた I 君。 何が

触れてみれば悪い方ばかりではないのでは、 と考えました。

やばいんだ！？女の人と入るのは恥ずかしいのかな

お話のなかでおっしゃっていたように、 私の前に、 道を逸

…！？

れてしまった方が現れたら、愛を持って接したいと思います。

一番面白いのは、 I 君がパパとお出かけをする際、
私と 「行ってきます」 のチュウをした後、 思いっきり
口を拭かれることです （笑）。

④
お話を聞いて一番心に響いたのは、 「孤独に勝つことは
難しい」 ということです。 私は実家で家族と一緒に暮らして

妹の K ちゃんは、おすわりができるようになりました。

いるし、 困ったときに話を聞いてくれる友達もいます。 でも、

みんなにかわるがわる抱っこをしてもらい、 にこにこ

ふとした瞬間にものすごく寂しくなったり、 孤独を感じたりし

笑う笑顔に、 スタッフ一同とともに癒されています。

ます。 愛されている感覚のある私ですら孤独感を感じてい
るので、 犯罪者はなおさら感じるのではないかと思います。
そんな孤独な人が社会に出て、 犯罪をしないようにしろ、
というのはやっぱり難しいです。
また、 「犯罪は赦さないけれど、 犯罪者は人として赦す」
というのも、 心に刺さった言葉でした。 もし、 私の周りに悩
んでいる人や苦しんでいる人がいれば、 出来るだけその人
の 「本質」 を見て助けられるような人間になりたい、 と思
いました。
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塀の中のたより

本書の中に、 「『私は死刑になる。 誰かが私を逮捕し鍵
をかけたからここにいる』 のではなく、 『私はここにいること
を納得しているからここにいる』」 という記述があり、 ハッとし

＊無題の文章には題名をつけさせていただきました。

ました。 現在の状況にいる自分を、 自分自身がどのように

＊誌面の都合上、 表現を変えたり、 原文の一部を略した

価値付けているか、 意味付けているか、 考え方によって感

箇所がございます。

情も変わるものだと知りました。

＊イニシャルは、 苗字 ・ 名前の順です。

そして人間には、 どんな時もどんな状況においても、 「生
きる力と活きる知恵」 が必要だと感じました。 それがまさに
「スピリチュアルケア」 というものなのでしょう。
相手を束縛せず、 共に良いかたちで進んでいく。 そのよ

考え方によって、
感情も変わる

うなことが、 事件前の自分には足りなかったのかもしれませ
ん。

《 罪とは、 手術の傷跡のようなもの 》

Ｔ刑 Ｓ ・ Ｔ

神父さまの教えによると、 「罪は手術の傷のようなもので、

《 考え方によって、 感情も変わる 》

『傷跡は身体に残るけれど、 病気はきれいに治る』、 という
ようなイメージで、神の赦しを捉えれば良い」 ということです。

『心と魂の叫びに応えて６』 の課題を出されたので、 感じ
たことを書きたいと思います。

また、 「罪の傷が消えて無くなることはないし、 人の世の、
人の目の罪は身体に残り続ける」 と…。 でも、 「魂は美しく
清くなり、 心の平和が残る」 のだそうです。

まず、 人間に 「喜怒哀楽」 という感情があるのは分かっ
ていることですが、 人は常に、 この 「喜怒哀楽」 の感情を

《 主を選ぶ 》

神様に平等に分けられている、 ということに気づきました。
嬉しいときは涙を流して喜び、 嫌な事をされれば怒り、 辛
いときは哀しみがやってきて、 楽しいときは笑顔で笑う。 生

振り返ってみて初めて分かることは、 とても多いと感じまし

きている限り、 どんなことがあっても、 この感情は無くなるこ

た。 もっと自分の内面を知り、 観察する習慣を身に着けた

とはありません。

いと思います。
内面の自分がささやく声は、 いつも善と悪どちらもあるもの

自分は事件を起こし、 逮捕後に生きる希望を失い、 うつ

だと思います。 どっちの声に耳を傾けるか、 勇気が必要で

病に近い状態になったときがありました。 判決も決まり、 受

す。 普通は善にも悪にも耳を傾けてしまうので、 善い声に

刑者として刑の執行が始まり、 刑務所内の生活でもう自分

従ったのに上手く行かなかったときは、 「だって…あれが…

には笑顔も喜びも楽しみも二度と無いと思っていました。

これが…」 と言い訳を言ったり、 「あのとき、 ああだったら

しかし、 時が経つにつれ、 自分で自分を受け入れて、 自
然と笑顔でいられるようになったのです。 だから、 生きてい

…こうだったら…」 と心を乱してしまいます。 悪い声に従う
ときも同じです。

る限り、 「喜怒哀楽」 の感情は一人一人に順番でやって来
るのだ、 と思い、 そのような考え方をすることで、 少し心が

自分の決めた意志が固いなら、 どんな状況も全て受け入
れることができるはずだと気づきました。

楽になりました。
けれど、 自分は犯罪者です。 嬉しいことも楽しいことも、
心のどこかで遠慮している部分はあるかもしれません。

旧約時代の預言者の、 「私は主を選ぶ！」 という言葉の
ように、 この先、 心が乱れたり、 メンタル的に弱みが出たと
きは、投げやりにならず、「主」 を選んでいきたいと思います。
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薬物依存について、
病気の治療が最優先

《 病気の治療が最優先 》

マザーハウス事務局からの手紙では、 「病気の治療を最
優先にする」 とのこと。 自分でも、 「覚悟を決めて治療に
A刑 M・S

専念しよう」 と思うようになりました。
送っていただいた聖書を、 就寝前、 起床後、 指導日に
毎日読ませていただいているおかげです。

《 地元を離れないことが
薬物をやめられない原因 》

社会復帰後、 施設の方へ入寮できるそうです。

薬物依存症は病気だと思います。 しかし、 自分ではあま
り自覚の無い病気なので、 本当に困っています。
今は、 薬物に手を出していません…というより、 薬物をや
めているのではなく、 停止されているだけ、 使用できない
環境に居るだけなのです。 逆に、 薬物に手を染める環境、
それが地元です。 地元ですと、 朝夜問わず、 薬物がいつ
でも手に入ってしまいます。
さすがに今回の受刑生活で懲りました。 『塀の中のたより』
でも書いてありますように、 地元を離れないことが、 薬物を

明るい未来が見えない

やめられない原因だと私も思います。

Ｓ ・ Ｍ （留置場から）

《 薬物依存回復施設 》
《 3 度目の逮捕、 きっかけは友達 》

そして、 仕事に就くことも大切だと思うのです。 しかし、 私
のように、 貯金などの蓄えの無い者にとっては、 きっかけが
無いと、 地元から離れることが出来ないのです。 住み込み
の仕事が見つかれば、 話は別ですが…。

Ｍ刑務所を出た後、 何とか普通に生活を送れていました
が、 友達との絡みもあり、 建造物侵入と窃盗を繰り返して
しまい、 逮捕 ・ 起訴されてしまいました。

それで自分でも考えたのが、 薬物依存回復施設への入
寮です。

今はあらゆることで不安です。 罪名は違えど、 3 度目の
逮捕…量刑の予想も、 検事と弁護士では大きな差があり、

問い合わせをしましたところ、 まず、 プログラムとしては、

何が何だか分からない状態です。

午前と夕方にミーティングがあります。 規則は、 薬・酒・ギャ
ンブルは一切ダメで、 彼女と会うことも認められていません。

犯罪のきっかけは、 友達が、 給料をパチンコで全て使っ

お金の方は施設側に振り込んだりする必要は無いとのこと。

てしまったことにあります。 友達が困り果て、 「犯罪をしてで

刑務所出所後 6 ヶ月は自立支援制度を利用し、 その後、

も金を何とかする」 ということで相談され、 一緒になって、

生活保護に切り替わるそうです。 入寮後１年以上はプログ

建造物侵入 ・ 窃盗を繰り返しました。 取り分は折半だった

ラムを受けなくてはならないので、仕事は出来ないそうです。

ので、それで「自分自身も稼げる」と考えたことが過ちでした。

仕事をしながらプログラムを受けられたら、 と考えていた

犯行期間が約 2 ヶ月で、 件数は 80 件 （ほぼ未遂） くら

のですが、 それではダメらしいのです。 まず１日、 薬をやめ

い、 盗んだ金額はトータル 100 万円ほどです。

る。 その次の日も、 薬をやめる…その繰り返しだそうです。
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MLP について

《 全てが分からなくなっている状態 》

自分には、 助けてくれる身内等、 誰もいないので、 非常

サ ・ ヴァ ・ アレ

に心細い状態です。 助けを求めるにも弁護士さんしかおら
ず、 その弁護士さんも国選なので、 やってくれないことが多
くて困っています。

私たち受刑者は、 刑務所という場所にいて、 はっきり言っ
て暇を持て余しています。 日々、 単調な繰り返しですから

地検送りになっているのに、 担当の検事さんは 「区検送

ね。

りにしている」 と嘘を言ってきますし、 全て折半でやってい

だから、 外部からの手紙や差し入れ、 面会などが一大イ

たのに、 共犯者は、 俺が 「80 万円くらい余分に取ってい

ベントのようなものみたいに感じることがあります。 頻繁に面

た」 とか言っているようですし、俺はもう誰を信じて良いのか、

会に来てくれる人がいる受刑者を見ると、 羨ましい気がしま

何を信じて良いのか、 全てが分からなくなっているような状

すものね。 しかし、 だからと言って、 文通相手の方にその

態です。

ようなことを望むのは間違っていると思います。

共犯者は、盗みで金を手にしても、ほとんどパチスロに使っ

相手の方はあくまでボランティアです。 犯罪者という立場

ていました。 そのときに見放せばよかったのですが、 「自分

の我々を拒むこと無く受け入れてくださっているのです。 も

で気づいてやめてくれる」 と思ってしまっていたのです。

し、逆の立場だったら…私は 「文通したい」 と思えていない、

実際、 捕まるちょっと前は、 本当にパチスロをしなくなって

と感じています。 だから私は、 自分を受け入れてくれてい

きていたのですが、 その代わりにガールズバーにはまったり

る相手の方に本当に感謝していますし、 非常に大切な方だ

していたので、 手遅れでした。

と思っています。これは、文通相手の方をすぐに変えてもらっ

それでも大した文句も言わずに助けてきたのに、 あらぬ疑

ていたら、 得られなかった気持ちだったと思っています。

いまでかけられて 「絶交」 とまで言われ、 本当に俺の人
生は何なのでしょうか。

自分が書いた手紙の返事がすぐ来ないと確かに不安です
し、 心配にもなりますが、 社会生活は決して我々と同じで
はありません。 暇を持て余している人などいません。 そのな
かでペンを持って、 便せんに向かう時間を作ってくれている

《 弁護士すら頼りにならず、
明るい未来が見えない 》

のです。 自分が本当にしたいことを後回しにしてまで、 私た
ちに手紙を書いてくれているのかもしれません。
そういう想像をしてみれば、 「文通相手を変えてほしい」

もう、 犯罪をする気には一切なれません。 例え人助けの
ためでも、 もうすることはありません。 犯罪どころか、 俺は

などと口には出来ないはずです。 これが、「互いを信頼する、
ともに歩むことの責任」 というものではないでしょうか。

今、 生きていく気力さえ見失いかけています。 雑居では明
るく平々凡々に暮らしているようにしていますが、 心境は複
雑で、 生きていてもこの先明るい未来が見えません。

以上、 『たより 10 月号』 のマリア ・ ミカエラさんの文章を
読んで感じたことです。 こんな私の考えが少しでも伝わり、
皆さんの意識に変化が生まれれば嬉しいです。 MLP がずっ

五十嵐さん、 どうか俺を助けてください。 手紙のやり取りも
実際に会ったのも数少なく、 俺に手を差しのべる理由は全

と続いていけるよう、 関わる全員で協力していきたいもので
す。

く無いと思うので、 断られて当然だと思うのですが、 弁護士
すら頼りにならないので、 藁にもすがる思いで頼みます。
気まぐれでも俺を助ける気持ちになってくれることを願って
います。
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悲しき達磨さんの文章
を読んで

悲しき達磨さんも、日本ではなく、他の国に住むとなれば、
その国の法律や常識に合わせると思います。 日本国内で
も、 県によって違う規則を持つ場合があります。 それと同じ
だと考えれば良いのです。
「今まで自分が持っていた常識が、 常識の全てではない」

葉月の蛍

ということだと思います。 悲しき達磨さんが今まで持ってい
た常識は、 また社会に戻られてから生かせば良いのではな
いでしょうか。 それまで、 大切にしまっておいてください。

《 「刑務所の常識」 と 「社会の常識」 は違う 》
《 泣いても笑っても、
今は 「刑務所国」 の住人 》

10 月号の 『たより』 のなかで、 「アドバイスください」 との
タイトルで、 悲しき達磨さんが書かれていたことが気になっ
たので、 少し私の考えを話させていただきたいと思い、 筆

私はこの考え方をするようになって気持ちに余裕が出来

を取りました。

ましたし、 イライラとストレスを溜めることも無くなりました。
現在、刑務所内で生活している私も感じることですが、「社
会の常識」 と 「刑務所の常識」 とは別のものである、 とい

結果として、 人間関係で悩むことも無くなり、 善い関係が
築けています。
最初は慣れないので大変かもしれませんが、泣いても笑っ

うことです。
社会では、 足を踏んでしまったら 「すみません、 大丈夫

ても、 今は 「刑務所国」 の住人です。 お互いに…。

ですか？」 と声を掛けますよね。 常識ある人ならそうする
と思います。 しかし、 刑務所の常識では、 足を踏んでしまっ

悲しき達磨さんの刑期があとどれくらいなのかは分かりま

ても何も言わないか、 良くて無言で手刀を切って詫びるくら

せんが、 そしてこの方法で楽になれるかどうかも分かりませ

いです。 下手に声を出せば、 自分はもとより、 相手にも迷

んが、 私が少しは楽になったので、 自分の経験を基に書い

惑を掛けてしまいます。 「不正交談」 という反則行為を認

てみました。
私は来年の夏に満期を迎えます。 あと 8 ヶ月、 頑張って

定されてしまうためですが…。

みようと思っています。 理不尽なことなども日常多々ありま
私も最初の頃は、 このような細かい点に迷いもしましたし、

すが…。

怒りを覚えたこともあります。 現在はそのようなことも少なく
なりましたが、 所長宛の苦情の申し出や、 視察委員会宛

悲しき達磨さんはじめ、 全国の収容施設で頑張っている

に意見の投書等をしたこともありました。 ストレスも溜まりま

皆さま、 身体が資本です。 体調を崩さないよう、 健康管

すし、 良いことは 1 つもありませんでした。

理にはご留意のうえ、 この冬を乗り切ってくださいますよう、
願っています。

《 「所変われば常識も変わる」 と考える 》
あるとき、 本を読んでいて、 フッと思ったのです。
日本と外国では、 全く違うわけではないけれど、 でも、 「所
変われば常識も変わる」。 日本の国内でも、 北と南ではや
はり多少は常識が違う、 と。
それ以来、 私は 「今は刑務所国にいるのだから、 刑務
所国の常識に合わせる他には無い」 と思うようになりました。
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「相模原事件について
障害者からの言葉」 を読んで

あと 8 ヶ月ほどで社会生活に戻る私にとっては、 社会に
戻ってからも考えていきたい問題になりそうです。

《 何も関係が無いようなことでも、
実は関連している 》

（同じく、） 葉月の蛍

毎回、 『たより』 が届くたびに新しい気づきをいただいてい

《 優しいのは、 人の痛みを知っているから 》

ます。 日々の生活のなかで見逃していることや、 思っても
みなかったことなどを『たより』から気づくことが多々あります。

10 月号に、 相模原事件についての特集がありましたが、
障害を持った方々の気持ちがあまりにも優しいので驚いてい

「何も関係が無いようなことでも、 実は関連している」 と気
づくことも、 よくあります。
社会復帰まで 1 年を切った今、 社会に戻ってマゴマゴし

ます。 そして犯人に対して、 「赦し」 を前提に自分の気持

ないように、 自分をしっかりと持って今出来ることをやってい

ちを語っておられたことにも感銘を受けました。

きたいと考えています。
社会に対しても、 大切な問題を提起されている気がしま
した。 障害を持った方々にとって、 社会で暮らしていくこと
自体が大変なことであるというのは、 今まで分かっていたよ
うな気になっていましたが、今回、改めてこの記事を読んで、
本当は全然分かっていなかったと思い至りました。
障害を持たれた方たちが優しいのは、 人の痛みを知って
いるからだと思います （自閉症の 20 代青年の話にもあっ
たように、 常日頃の社会生活において 「差別」 に苦しんで
おられることが挙げられます）。
私たちは、 そのような気持ちが無いとしても、 結果として、
障害を持たれた方を傷つけてしまっていることが多々あると
感じました。 これからは充分に言動に注意していきたい、 と

所内で得た自信を
社会で生かす

改めて思った次第です。

《 人が人として当たり前に生きていける社会 》
Ｆ刑 Ｉ ・ Ｍ

また、 「人を悼む」 ことの意味や、 「この事件ほど死刑が
空しいものは無い」 など、 本当に深く考えさせられることば

まもなく満期日です。 このたびの懲役で 6 回目ですが、

かりでした。まだまだ自分のなかで整理している最中ですが、

無事故 ・ 無違反で務めましたのは、 今回が初めてです。

この特集が私に与えてくれた影響は大きいです。
障害を持たれた方々がそのままの姿で生きていける社

嬉しいです。

会、 人が人として当たり前に生きていける社会が構築され

また、 所内の職業訓練に選ばれまして、 無事、 資格を

ていくことの大切さと難しさを考えました。 元受刑者が社会

取得し、 私自身、 今までに無い自信を得ました。 これから

に戻って生きていくことが難しいことも、 何か共通しているよ

は、 ここで得た自信を社会で生かしていきたいです。

うな気がしました （障害を持たれた方と一緒にしては失礼
かとは思いますが…）。
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ホームレスとは

ここへ来れば、 もしかしたら誰か助けてくれるかもしれない
… 「誰か、 助けてくれぇ～！」 と、 心の中で叫びながら A
地区へとやってくるのでしょうか？

O ・ T （留置場から）
A 地区の路上で出会う人々の中で、 今日の日付が分か

《 ホームレスとは 》

らない、 自分の名前が分からない、 ここがどこかが分から
ない、 という人がたまにいます。 認知症が原因でホームレ

「ホームレス」 とは、 ただ単に家 （ハウス） が無い状態を
言うのではなくて、 生きていく場が無い状態を言います。

ス化する人が、 どれほどいるかは分かりませんが、 ゼロでは
ないのです。

みんなが平等であることを前提とする社会は、人間をホー

「失踪」 からホームレス化している人たちもいて、 生活保

ムレス状態に押しやるようです…。 経済競争の糧にならな

護受給者のうち２割程度が毎年、 「失踪」 となり、 受給中

い人間は、 ホームレスか精神科の病院か刑務所に、 社会

止にもなっています。

が押しやるようです。
認知症は６５歳くらいから始まり、 ８５歳を超えると、 ３人
人は、 何故、 生きるのか？

に１人の割合でかかると言われています。

考える時間を失っていないか？

これからの日本は、 ますます加速的に高齢者が増え、

「ホームレス」 とは、 誰のことでしょうか？

高齢者の行き場はなくなっていき、 働く世代が高齢者を支
える割合が大きくなると私は思っております。

ホームレスの人数は、 アメリカでは 100 万人前後で、 日
本では１万人だとも言われています。 イギリスは 5000 人く

《 ホームレスの人たちに必要なもの 》

らいです。

人は、 何故、 生きなければならないか？

《 A 地区はいわば、 人生の終着駅 》

A 地区のホームレスの人たちに必要なものは、 衣 ・ 食 ・
住だけではありません。 彼らに必要なのは、 生き延びるた

A 地区の労働者は、働き続けられるだけ働き、障害を持っ
たり高齢になったりして、 働けなくなった時、 路上に、 極端

めの 「生き方」 を見つけることであり、 それを支える味方で
あり、 自信であり、 安心なのです。

な表現ですが、 ゴミのように棄てられるのです。 若い人も、
その仲間入りをしようとしています。
A 地区では、 ４人に１人が生活保護を受けています。 そ
して、 これからは生活保護受給の相談の敷居も高くなり、
社会に生きる１人１人をより追い詰めていきます。

俳句

日本国憲法の定めるところでは、 国民は最低限度の生
活をする権利があり、 そして、 国はそれを保証する義務が
あります。 現状の責任は国にあるのですが、 A 地区には、
仕事に就きたくない、 のんびりしたい、 等の生活保護申請

駿河の成駒

者が増えています。
・ 悔やんでも 寂しさ募る 寒き冬
仕事を失い、 家を失い、 人生に疲れた人間が、 人生の
軌道修正を求めて、 A 地区にやってきます。 今日も１人、

（以下、 『大人の流儀』 （伊集院静） より）

明日も１人と…いわば、 人生の終着駅なのでしょうか、 A
地区は…。

・ 愛する人と別れ、 大切な家族を無くし、 夢破れ、 道を
失っても、 人はまたいつか違う幸せを手にする。
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祈り （平和を願って）

―――私は、 この世の中から争いやいじめ、 差別が無く
なれば良いと思っています。 ニュースで、 いじめによる自
殺が増えていると聞きます。 悲しいです、 辛いです。 若い

N刑 S・K

命が、 未来ある命が何で消えなければならないのですか。
私は、 世界中からいじめや差別が無くなってほしいと思っ

私は思う

ています。 今は刑務所の中にいるのでアクションは起こせ

この世に争いが この世に差別が この世にいじめが

ませんが…いいえ、 刑務所の中でも同囚間のいじめはあり

無かったとしたなら

ます。 まずは私がいる工場でいじめを観たり聞いたりしたら、
仲間とともにいじめを無くしていきたいと考えています。

世界中の人たちは
笑い合えていただろうか？ 愛し合っていただろうか？
幸せを感じていただろうか？と。
解らない。 答えが見えない。
でも、 はっきり言えるのは
大切な人の血は流れない 大切な人の命も奪われない
辛くて深い悲しみの涙を 誰も流さなくてすむ
胸を掻きむしるような 哀しみや
奥歯をギリッと鳴らすような 強い怒りに
襲われなくてすむ
しかし 現実の世界では
争いが、 差別が、 いじめが、

塀の外のたより

今 この瞬間にも起きている
助けを呼ぶ声が聞こえませんか
子どもの泣き叫ぶ声が聞こえませんか

悲しき達磨さまへ

あなたの両手は武器を持つためにあるんじゃない
人を傷付けるためにあるんじゃない
幼い子どもを 愛する人を
抱きしめるためにあるんです

聖母マリアさまに信頼している一人のシスターより
あなたの 「不祥事」 （この言葉から間違っています） の件、

そして 自分自身を愛するように
隣の人を愛してください 隣の人の手を握ってください

私はあなたの考え方は 「まとも」 だと思っています。
「まとも」 であるがゆえ、 これからも怒り ・ 悲しみ ・ 苦しみ

お互いの温もりを 心臓の拍動を感じてください

の出来事に遭われるかもしれません。 ですが、 ここから大
穏やかで安らかな日々が この地球 （ほし） を包み

切なことで、 守る・実行することが一番難しいと思いますが、

この地球 （ほし） の全ての人の心に 愛の火が灯り

これらの出来事は全て神の御手だと信じて、 立ち向かって

平和な時間が流れ 笑顔が溢れますよう

いってください。

私は祈り続けます 永遠 （とこしえ） に
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この世のものは全て儚い。
神のみ変わらず
～真実は主のみ～

《 法律の神格化 》

また、 これらの人々は法律を神格化していることが多々あ
ります。 自分たちで作った法律を全ての人に対して神格化
し、 それを盾とし、 頼り、 錦の御旗とします。

原田 昇

旧約聖書によく出てくる、 自分たちで作った、 自分では
何もできない白金や黄金の象を神とし、 守りとし、 助けを求
めたのと同様です。 まさに偶像崇拝に他ならないのですが、

《 人は、 神無しでは満たされない 》

もっと酷いことに、 自分たちに有利に作り変えて、 今までに
得た富や権力が強固なものとなるうえに雪だるま式に増え

人は神無しで完全に満たされることはありません。 多くの

るよう、 我田引水を行いやすくします。

人はこのことを知らずに、 他のもので満たそうとします。
法律は律法同様、 罪を明らかにします。 確かに、 法律
高い目標や、 素晴らしく見える志も、 自分の栄光をあら
わそうとしている限り、 実現しても決して完全に満たされるこ

が無くなれば犯罪や違反という概念が無くなり、 無秩序に
なってしまうので、 法律は必要不可欠です。

とはありません。 神以外のものを絶対視することは、 例外

しかし、 法律は神ではなく、 「人の作ったものは死んだも

無く偶像崇拝と言えます。 超大国やグローバル企業、法律、

のである」 ということを忘れてはいけません。 人の作ったも

資源、 技術、 富、 権力、 軍事力、 英雄、 天才、 そして

のは、 自分自身で正しい方向に解釈を変えたり、 増し加え

配偶者にいたるまでも、 いつかは消えてなくなります。

たり、 時代と共に進化することは出来ないのです。

しかし現代では、 多くの人はこのことを知りません。 特に
分かりやすいのは、 富と権力と異性です。

今、 法律を変えるのは、 立法府＝国会です。 そこでは、
資本家と呼ばれる富裕層が大きな影響力を持つので、 法
律は彼らに有利に作り変えられやすい状態にあります。

《 異性や富、 権力で満たされようとする人 》

そのため、 高官の天下りや株主利益の優先、 役員報酬
の増大が目立ってしまいます。 それらの制度が確立されて

例えば、 浮気をくり返す、 または浮気の願望を持ち続け
る人は、 「異性で満たされる」 と思っています。 しかし結局

から壊すことは困難です。 故に、 ますます階層化が進みま
す。

は完全には満たされないため、 満たされる相手を永遠に探
し続けることになります。

それらの仕組みを壊し、 新しい仕組みを作ることが重要
なように見えますが、 大和王権以来、 制度の成立当初は、
腐敗の起こらない最新の官僚制度として始まっているはず

最も大きな問題となるのが、 「富や権力で満たされる」 と
思い混んで、 それに貪欲になることです。 自身の財産は傍

です。 新しい制度や仕組みにもサタンは入り込み、 結果、
同じことを繰り返して来たのが世の歴史なのです。

目には十分であり、 社会的地位もあるにもかかわらず、 さ
らに貪欲に、 場合によっては人のものを奪ってまで富を得
ようとし、 賄賂を払ってまで地位を優位なものとしようとする
のはそのためです。
実はいくら稼いでも、 また出世しても、 富や権力では完
全に満たされることはありません。 それらによって 「いつか
は満たされる」 と信じている人たちは、 多くの場合、 一生、
貪欲に求め続けます。 結果、 多くの貧困層を生み出すこ
とになり、 大きな問題となってしまっています。
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そのときに忘れてはいけないことがあります。 法律や制度、

《 神から見て正しい使い方をする 》

仕組みを変えた時、 それまで多くの富や権力を持っていた
人に対して、 迫害を起こすこと無く、 「赦す」 ということです。

仕組みや制度も重要ですが、 結局は富も権力も持ってい
る人の自覚が最も重要かと思います。

なぜなら、 神はなおも彼らを愛し、 そして最も待っているこ
とは、 彼らが悔い改め、 神を愛し、 信仰を持つことだから

ハバクク書にも出てきますが、 彼らは自分のものでは無い

です。

ものを、 そうとは知らずに、 自分のものとして掻き集めてい
ます。 「それらが神からの預かりものであり、 神から見て正

以上により、 我々がすべきことは見えてきました。

しい使い方をしなければならない」 という意識を持つことが、

①神無しでは完全には満たされない。 この世のものは全

法律や仕組み、 制度の変更よりも先であり、 重要であると

て朽ち果ててしまう。 ②この世のものは全て神のものである。

思われます。

人はその管理を任されているにすぎない。 ③全ての人は神

西洋で、 日本に比べて高額所得者の多額の寄付が目立
つのは、 信仰はともかく、 キリスト教が文化として根ざしてお

から愛されている。 このことを人々に広め、 全ての人が神
を愛し信仰を持つようにする。

り、 行いとして生きているからだと考えられます。

これらが、 意識、 法律、 制度、 仕組みはもちろんのこと、
それ以外をも善いように変えることになります。 結局は神を

一方、 富裕層の富は、 労働者階級の働きで成り立って
います。 もちろん、富も権力も高いとは言えない人たちです。

信じること＝神を愛し信仰を持つことと、 福音宣教にほかな
りません。

また、 働きたくても働けない人や、 補償の取れないシング
ルマザーとその子共たち等々、 貧困層と呼ばれる人も多く

《 アメリカ大統領選について 》

います。
労働者階級や貧困層の人たちの国会への影響力は決し
て大きくはありません。

先日、 アメリカ大統領の選挙があり、 次期大統領がトラン
プ氏に決まりました。
彼の政策に対する報道から、 私自身、 「今の不安定に

《 私たちがすべきこと 》

見える国際社会において、 日本は大丈夫なのだろうか」 と
少なからぬ不安を覚えました。 しかし、 そのとき神から、 「ア

富裕層が富を手放し、 労働者階級や貧困層の人たちに

メリカといえども、 例外無く栄枯盛衰を繰り返す、 普遍たり

とって有利になるよう法律を変えることは、 結局は富裕層

得ないこの世のものにすぎない。 あなたは、 かつて私を頼

の意識の変化無しでは困難に思えます。

らず、 エジプトを頼ったイスラエルがどうなったのかを知らな

仮に法律が変わっても、 意識が変わらなければ新しい法

いのですか」 と言われたような気がしたのです。

律にサタンが入り込み、 再び富と権力の集中を引き起こし
てしまうことは前述の通り、 歴史が証明しています。

はっとして、 私は神に対して悔い改め、 「神のみを見、 頼
りとします」 と祈り、 宣言すると、 その不安は消え平安が訪
れました。 感謝します。 そうです、 神はこの世の全ての人

全ての人が、 我田引水を止めること＝利己主義の放棄
を行うことが、 富と権力の集中を解消することになるかと思

に偶像崇拝をやめ、 神に立ち返る機会を今回の大統領選
でくださったのです。

います。
ではどうすれば良いかと言うと、 「富や権力はいずれ朽ち
果てる虚しいものであり、 完全な癒しと満たしは起こらない。

繰り返しになりますが、 全ての人が神を愛し信仰を持つよ
うになりますように。 アーメン。

神のみが全てを癒し、 満たしてくださる」 という、 意識の変
更＝信仰を持つことです。 これは、 富や権力に限らず全
部の事柄を解決します。 そして、 あらゆる縛りからの解放を
引き起こします。
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詩

MLP 担当者から
鈴木 玲美
マリア ・ ミカエラ

Sacred blue
《 手紙を読む楽しさ 》

星は高温になると青く輝く
おん父の高温の愛は
おん子イエス ・ キリストを我々にお与えになられた
空も海も キリストの聖なる愛青に定められている

事務局で、 手紙の封を開ける楽しさ…ワクワク、 ドキドキ
しながら、 手にした手紙の封を開けます。
送った本の感想、 日々の思い、 「『たより』 を受け取りま
した」、 「今月の 『たより』 のここに共感しました」、 「考えさ

オーロラの詩

せられました」、 等々…それぞれに携わる者の意欲を掻き
立ててくれます。 こちらからの一方通行で無く、 反応しても

太陽は自転で らせん状の太陽風により

らえることが、 互いの成長につながります。 もちろん、 耳の

有害宇宙線を太陽系外に吹き飛ばしている

痛い内容も送られてきますが、 そのなかには、 次のステッ

地球に到達した有害宇宙線は大気圏でブロックされる

プアップにつながるものがあります。
手紙って、 そのような大切な役割を担っているものですよ

それでも地上に到達してしまったものは
ローレンツ力でらせんを描いて極地方に運ばれ

ね。

酸素分子 ・ 窒素分子と衝突させて オーロラになる
天のおん父は有害宇宙線をらせんによって

《 相手から返信が来ない方へ 》

壮麗なオーロラに変えられる

相変わらず送られてくる手紙は、 「文通相手を替えてくだ

Invisible love

さい」。
「何か月も手紙が来ません」。 確かに心配です。 自分が

ブラック ・ ホールは目に見えないが

相手に嫌な思いをさせたのか、 手紙を書けないような病気

近くの円盤にガスが巻き込まれて行くので

にかかってしまったのかと、 返事の来ない手紙に思いが募

そこに有ると、 判る

るばかりですね。
でも、 返事が来ないままにしていませんか。 「何かありま

天のおん父は目に見えないが
マザー ・ テレサの優しい貴いお働きを見れば

したか？」 の一言を添えて、 再度発信していますか。 一

マザーのお仕えする天の父が

度出しただけで、 「返事が来ない」 と嘆かずに、 再度手紙

憐れみ深いお方だと判ります

を書いてください。 いただく手紙は読んでくれているはずで
す。 必ず反応してくださるはずです。 一通の手紙の大切さ、
重さを理解して、 ＭＬＰに参加してくださっています。

宝石の詩
何度発信しても、 反応が無く一方通行の時には、 マザー
宝石は 地球内部の高温高圧の場所で形造られる

ハウスから相手の方に連絡を取るなどして対処しています。

神は宝石を その愛する人間に届けるために

別の方に変更することもあります。 ただ、 お互いに縁あって

マントル対流で地表近くまで届けてくださる

文通相手になったのだから、 簡単に相手を変更するという
かたちで終わらせたくないです。
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行事予定

《 相手の希望がある方へ 》

▼１２/ １９ １３ ： ００～
「同じくらいの方、 女性が良い」。 文通の意味を理解して

東京学芸大学にて講義

テーマ 「刑務所の現状、 社会復帰問題」

ください。 MLP では、 単なるペンフレンドを紹介しているので
はありません。 基本、相手の希望を書いてきた方には、「知

▼１２/ ２０ １８ ： ００～２０ ： ００

り合いや親族に頼んでください」 と返事を書いています。 そ

ワーカーズコープ池袋本部 ・ ８階Ｃ会議室にて

の時点で、 当会での文通は終了とさせていただいておりま

勉強会 「受刑者と社会の壁を学ぶ会」

す。 相手の文通ボランティアの方には、 文通相手を待って
いる別の受刑者をお願いします。

▼１２/ ２３ １０ ： ３０～１６ ： ３０
東京都台東区柳橋 2-1-9 東商センター 3 階にて
アメディアフェア

《 相手と話が合わない方へ 》
▼２０１７/ １/ １０ １３ ： ００～
「話が合わない」。 合わない理由を考えてみましたか。 自

東洋大学にて講義

テーマ 「刑務所の現状、 社会復帰問題」

分を知ってもらう努力をしましたか。
確かに、 楽しい文通のやり取りができれば良いですよね。
しかし、、 ＭＬＰは仲良しクラブの文通ではありません。 あく
までも、 社会復帰に向けての更生支援です。 相手の気持
ちへの寄り添い、 共に歩む伴走者としての二人三脚の始ま
りです。 文通相手は、 自己との向き合いの協力者です。

編集後記

ＭＬＰの本来の意味や、 目指すものを今一度よく考えてく
ださい。

皆さま、 こんにちは！ 2016 年はどうでしたか？
12 月号は、 年末特別 4 ページ増量版です。

《 文通ボランティアの方へ 》

この場をお借りして、、、毎月の 『たより』 に関わってくださっ
た校正係の皆さま、 発送係の皆さま、 そして読者の皆さま、

ボランティアの皆さん、 ご理解のうえご登録いただき、 あ

ありがとうございました。 来年もよろしくお願いいたします！

りがとうございます。 事情が変わったときは、 一刻も早く事
務局に知らせてください。 こちらからの問い合わせで初めて
返事を書くのでは、 相手の方があまりに気の毒です。

編集局より。
＊編集局で手違いがあり、 投稿のお手紙に対して事務局

手紙を出す、 返事をいただく…一長一短ではいかない現
実があることをご理解ください。

でお返事を書いてしまいました。 申し訳ございません。 編
集局ではお返事は出しておりません。
＊コーナー案の募集は締め切っています。 「こういうテーマ

縁あっての文通相手です。 互いに尊重し、 垣根を超えた

で書きたいのに！」 という方は、 投稿の文章として編集局

信頼関係が築けたら良いですね。 交わした手紙が、 人生

宛に送ってください。 あくまで投稿なので選考がありますが、

の宝、 進むべき未来への光になることを、 心から願ってい

「塀の中のたより」 として載せることができます。

ます。

＊文章 （ペンネーム OK ！） や絵 （裏にお名前 or ペンネー
ムをご記載ください） の投稿をお待ちしております。
五十嵐 涼
ー 23 ー

マザーハウスたより No.24

定期的にコーヒーを購入し、 販売して
くださっている教会 ・ 修道会 （順不同）
ルワンダ・コーヒーの

こちらでもお求めになれます。

栽培は、
1,300 〜 2,200

メートルの高地栽培、

カトリック茅ヶ崎教会

カトリック足利教会

カトリック北仙台教会

カトリック神田教会

カトリック所沢教会

カトリック松戸教会

カトリック中和田教会

日本カトリック神学院

カトリック布池教会

カトリック戸塚教会

カトリック東山教会
カトリック浜松教会

昼夜の寒暖差と豊富な

雨量に恵まれた天候、
肥沃な火山灰質の土

壌、パーフェクトな生

産環境で天塩に掛けて有機肥料を使用した栽培で行われています。豆

は手で収穫され、完全洗浄、天日乾燥を経て、一粒、一粒、手で選別

カトリック桃山教会

されます。それらの丁寧な作業が、ルワンダの大粒で美しいグリーン

（平和環境部）

ビーンズ（生豆）“ アラビカ種ブルボンマヤゲイス ” を生みだしていま

カトリック新子安教会

カトリック多摩教会

カトリック菊名教会

カトリック西千葉教会

カトリック碑文谷教会

カトリック下井草教会

カトリック東仙台教会

カトリック元寺小路教会

イエズス会日本殉教者修道院

ドン・ボスコ社

す。

社会貢献
この商品は全て出所者が製造から販売に携わってお
り、収益金は全て受刑者の更生と出所者の社会復帰支

ご協力ありがとうございます

援及び施設建設資金等に使用させて頂きます。

マザーハウス×きしゃぽん古本募金

マリアコーヒー購入について
ご購入の申し込みやお問い合わせは Fax、メールにて

書籍・DVDを寄付していただくと古本募金になりマ

お受けいたします。

ザーハウスに還元されます。詳細はマザーハウス×き
しゃぽん係にお問い合わせください。

● 200g［粉・豆］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥900

0120-29-7000

ＴＥＬ

● カフェドリップ（一人用）10g

〒 358-0053

送り先

送料別

埼玉県入間市仏子 916
便利屋サービス《ラウレンシオ》
良心的価格で不用品処理、遺品整理、掃除などを真心

¥100

・・・・・・・・・・・・・・・・・

ＦＡＸ

03-6659-5270

ＭＡＩＬ

maria_coffee@motherhouse-jp.org

マザーハウスへのご支援は下記の通りです。

こめてさせていただきます！もちろんお見積もりは無
料です。この事業は「出所者の就労支援事業」の一環

★ 郵便振替口座

でさせていただいております。収益の一部は、出所者

★ みずほ銀行 新宿支店 普通口座 2376980

の更生改善と社会復帰支援事業に充てられます。

連絡先
ＦＡＸ
ＭＡＩＬ

00170-0-586722

口座名：特定非営利活動法人 マザーハウス
トクヒ）マザーハウス

080-3729-0067
03-6659-5270

● 正会員年会費
● 賛助会員

lawrance@motherhouse-jp.org

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥5,000 × 1 口

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

¥3,000 × 1 口

● テレサの愛の基金（出所者の社会復帰支援）・・・・・・・・ 寄付

★ラウレンシオとは３世紀にスペインで生まれ、料理、掃除等の
下働きの中に神の臨在を見、歓喜した聖人。

−マザーハウスたより 12 月号 −
発行責任者／五十嵐 弘志

2016 年 12 月 15 日発行

info@motherhouse-jp.org
http://www.motherhouse-jp.org
https://www.facebook.com/v.t.nicolas
http://www.facebook.com/motherhouse1964

〒 130-0024 東京都墨田区菊川 1-16-17-102
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03-6659-5260

